
楽ちん多面マニュアル
モバイル＋PC版利用者用

初期設定編
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作業の順番

PCとモバイルの同期準備 3の作業

モバイル側のデータ送信準備 4の作業

ソフトのインストール方法

Googleアカウントの作成・取得 2の作業

1の作業

楽ちん多面の新規登録 5の作業

PCとモバイルの常時同期設定 6の作業
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どの項目に説明
があるか



１.ＰＣ版のソフトをインストール
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・PC版 楽ちん多面1.2.2.0のインストール
・お使いのパソコンにアプリの入ったCDまたは

USBをセットし、SETUPをダブルクリックしてく
ださい。

・指示に従い、インストール作業を進めてください。
・インストールが終わるとそれぞれ「楽ちん多面」とい
う のアイコンが画面上に現れます。

①

②

※インストールの途中で「このアプリがデバイスに変
更を加えることを許可しますか」と訊かれるので
「はい」をクリックしてください。
※シリアル番号は購入時にお伝えします。



・iOSモバイル版 多面活動記録ソフトのインストール
・iPhone, iPadの電源を入れて、AppStoreを開き、
検索を選択してください。

・検索の欄に「楽ちん多面M」または「楽ちん多面モバイ
ル」と入力してください。

・楽ちん多面モバイルが表示されますので、「入手」して
ください。無料です。

・インストールが終わると「楽ちん多面M」という緑色
のアイコンが画面上に現れます。

①
②

③

１. iOSモバイル版(iphoneやipad)のソフトをインストール

④
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・PCで行います。
・お使いパソコンの Edge 、IE、Chromeなどのウェブブラ
ウザから https://www.google.co.jpにアクセスしてくだ
さい。

・すでにGoogleアカウント持っている人も、楽ちん多面のソ
フト用に新たに作成してください。

・Google検索画面の右上の からgoogleアカウント を
左クリックする。

・ホームメニューで「Googleアカウントを作成」を左クリッ
クする。

２．Googleアカウントの作成(1)

①

②

③

1.Windows に Chrome のインストールファイルをダウン
ロードします。

2.確認の画面が表示された場合は、[実行] または [保存] 
をクリックします。
[保存] を選択した場合、インストールを開始するには
ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。

3.Chrome を起動します。

※Chromeのインストール方法については様々な説明書がイ
ンターネット上に公開されていますので、それらをご覧く
ださい。

参考:Chromeの設定
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・姓名を入力する。
・ユーザー名の○○○○○○@gmail.comの○のところを新た
に作ります。自由に作成していただいて構いませんが、記
録をして、誰にも盗まれないようにしてください。
(例)
・組織名と自分の姓と所在地の郵便番号の前３桁の組み
合わせにしましょう。

・組織名の頭は大文字にしましょう。
例えば Tukubayama305

・パスワードを新たに作ります。自由に作成していただいて
構いませんが、記録をして、誰にも盗まれないようにして
ください。
・今までにあるものや個人のものとは変えましょう。
(例)
・組織名と所在地の郵便番号の後ろ４桁と自分の名前と
の組み合わせにしましょう。

・組織名の頭は大文字にしましょう。
例えば Tuku0817toku

・ご自身の生年月日と性別を入れます。
・携帯電話の番号を入れておきましょう。
・現在のメールアドレスはすでに使っている携帯のメールや
パソコンのメールを入れておきます。

・終了です。

２．Googleアカウントの作成(2)
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３．１．モバイルにGoogleドライブをインストール
・「AppStore」をタップします。
・右下の「検索」をタップします
・一番上の虫メガネマークの欄にgoogledriveと入力して、
「確定」→「検索」または「Enter」
・「入手」のところをタップします。
・インストールをしようとすると、AppleIDでサインイン
の画面に移り、パスワードが要求されるので、パスワー
ドを入れてください。

・AppleIDはiphoneやipadを購入された時に最初に設定し
たものです。

・モバイルの画面にGoogleドライブがインストールされたら
アイコン が表示されます。

・終了です。

３.ＰＣとモバイルを同期するための準備(1)

このソフトでは、まず初めにあなたの持っているパソコン
(PC)とモバイル(iphoneやipad)を繋げることが必要です。
作業の順は、

・３．１モバイルにGoogleドライブをインストールします。
・３．２Googleドライブのログインをします。
・３．３マイドライブのアカウント確認します。
・３．４マイドライブの中に「多面用のフォルダ」を作成を
します。

①

②

③

④

⑤
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３.ＰＣとモバイルを同期するための準備(2)

３．２．Googleドライブのログイン
・Googleドライブ をタップ、ログインをタップします。
・Googleログインの画面が出ます。
・作成したGoogleアカウントのメールアドレスを入力して
「次へ」をタップする。

・Googleアカウントのパスワードを入力する(２で作ったパ
スワード)。

・ログインに成功すると「アカウント名」が表示されます。

①

②

③
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３.ＰＣとモバイルを同期するための準備(3)

３．３．マイドライブのアカウント確認
・Googleドライブ をタップします。
・マイドライブの画面がでます。

・左上の三本線 をタップします。
・Googleドライブのメニューが出て、一番下にアカウントが
表示されます。楽ちん多面用に作ったアカウントであるか
を確認します。

・問題なければ次に進みます。違うアカウントの場合はアカ
ウントをタップして楽ちん多面用のアカウントに切り替え
ます。
・作成したGoogleアカウントのメールアドレスを入力して
「次へ」をタップする。

・Googleアカウントのパスワードを入力する(２で作った
パスワード)。

・ログインに成功すると「アカウント名」が表示されます。

①

②

③
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３.ＰＣとモバイルを同期するための準備(4)

３．４．マイドライブの中に「多面用のフォルダ」を作成
・右下に+マークがあるので、これをタップする。
・フォルダをタップすると、新しいフォルダの名前を聞い
てきますので、名前を入れます。
(例)
・「１８年度多面記録」などの名前をつけます。

・フォルダ内に名前が出てくれば成功です。
・さらに、このフォルダをクリックして、フォルダー内
において、+を押して、「取り込み済み」というフォル
ダも作ってください。

・終了です。

①

②

③

④
⑤
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・モバイルの画面で「楽ちん多面M」をタップする。
・左上の マークをタップすると「アプリ設定」という画
面が出ます。

・「取組番号表」「名簿」「支払区分」などがありますが、
これを飛ばして、「自動アップロード」の下にある
Googleドライブの横にあるスイッチを右へスライドして
ください。(ゆっくりスライド)

・アカウントの横に多面的機能用のGoogleアカウントが出
ていれば問題ありません。
・ログインしていない場合は下の「ログイン」をタップし
ます。

・”ActRec”がサインインのために”google.com”を使用とし
ています”(これを行うと、APPとWebサイトにあなたに
関する情報を共有することに許可します)と表示されま
すが、「続ける」をタップしてください。

・問題なければ次へ進みます。違うアカウントの場合はア
カウントをタップして多面的機能支払用のアカウントに
切り替えます。

・作成したGoogleアカウントのメールアドレスを入力し
て「次へ」をタップする。

・Googleアカウントのパスワードを入力する(２で作った
パスワード)。

・ログインに成功すると「アカウント名」が表示されます。
・保存フォルダに「マイドライブ」が出ますので、「マイド
ライブ」をタップしてください。

・３．４で設定したフォルダの名前が表示され、右横に「こ
こに保存」があれば、これをタップしてください。表示が
ない場合は、フォルダ名をタップして、次の画面で上部緑
のラインの右端にある「ここに保存」をタップしてくださ
い。

・自動で前の画面に戻り、保存フォルダの右横にフォルダの
名前が出ていたら成功です。

４.モバイルからマイドライブへデータを送るための準備

①

②

③

④
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・PC版の「楽ちん多面」をマウスでダブルクリックしてく
ださい。

・楽ちん多面メインメニューという画面と補助画面として
「～はじめましょう～」という画面が出ます。

・初めての人は「新規」をクリックして、下の「次へ」をク
リックします
(新規をクリックして初めて下の「次へ」が使えるように
なります)

※「前年度の参照」について別途説明します。
・組織設定に入ります
・「組織名称」「所在地」「代表者氏名」「代表者連絡先」
を入力して「次へ」進んでください。

５．ＰＣ版「楽ちん多面」の新規登録(1)

②
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申請様式、報告様式、市町村様式を一貫して作成するファイルです。

「申請様式作成から報告書・市町村用報告様式作成までの流れ
(最初に読む) 」を参考

①

③

「広域協定組織の協議会・事務局の場合はチェック」につい
ては、楽ちん多面マニュアル活動・出納記録作業編の12.1、
12.2で説明します。
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・年度設定に入ります
・「入力する年度について」「パスワード」「データ
ファイルの保存先」を入力してください
・パスワード例 tukuba2

※パスワードは忘れると二度と同じファイルを開くこ
とはできません。
重要事項整理表(当ソフト指定の手書き書式)などに
書き写しておいてください。

・データファイルの保存先は忘れないフォルダをパソ
コン内に作っておいてください。

・取組番号表と申請・報告書様式のファイルを設定し
ます。

※最初は「C:¥Users¥yamat¥AppData¥Roaming¥楽ちん
多面」の中のがセットされていますが、対象となる
都道府県のファイルをセットし直してください。

・再度見直しをします
・「～はじめましょう～」の画面の「開始」～「年
度設定」のタグをクリックすると、再度見直しが
できます。確認してください。

・問題なければ「次へ」をクリックしてください。
(「次へ」をクリックすると前には戻れませんの
で注意)

・二回目からは既存のファイルを開くから、データ
ファイルの保存先を探して、データベースファイル
を左クリックしてください。

※データファイルの保存先に「令和○年度組織名」と
いう本省提出様式もできています。

５．ＰＣ版「楽ちん多面」の新規登録(2)

取組番号表(令和2年度版)、取組番号表(○○県令和2年度
版)・・・等、
【一般形】申請・報告書様式(楽ちん多面令和2年度版)、
【○○県】申請・報告書様式 (楽ちん多面令和 2年度
版)・・・・等

②

①

③
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・申請・報告様式Excelファイルは、tamenデータファイルの保存先と同じところに保存しなければなりません。
・tamenデータファイルは、最初からやり直す以外は、決して削除してはいけません。入力したデータが完全になくな
ります。注意してください。

・Excelファイルについても、削除せず上書き保存していけば良いのですが、もし削除してしまった時は、tamenデータ
ファイルがある同じフォルダの保存先に、再度、【○○県】【一般形】申請・報告様式(令和2年度楽ちん多面用)等
の元様式をコピーして、1-6、1-7のExcel出力 時にその様式を指定してください。
もちろん、ファイル名称を変えることはできます。

(例:【○○県】申請・報告様式(令和2年度楽ちん多面用)→○○環境保全会令和2年度)
但し、手入力した部分は残っていませんので、再度入力してください

５．ＰＣ版「楽ちん多面」の新規登録(3)

登録上の注意
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５．ＰＣ版「楽ちん多面」の新規登録(4)

・選択した取組番号表が表示されます。
・問題なければ、「保存」、「閉じる」をク
リックします。

※間違っている場合は、「ファイル」から取組
番号表を設定し直します。



・Googleドライブ をクリックします。
・右上のgoogleアカウントが自分の名前になっていれば問題
ありません。なっていない場合はログインを求めて来るの
で、楽ちん多面用に作成したGoogleアカウントのパスワー
ドを入力します。

６．ＰＣ版「楽ちん多面」とマイドライブを常時繋げる(1)

(Google ドライブ「Windows 版バックアップ」)

①

②

③
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６．ＰＣ版「楽ちん多面」とマイドライブを常時繋げる(2)

・マイドライブの右上の「設定」 ギアマークを選択して
左クリックすると「Windows 版バックアップと同期を入
手」が表示されますので、それを左クリックします。

・「パーソナル」を多面用の関連ファイルをおく６．１で作
ったフォルダにダウンロードします。
※指定しない場合は、PCの「ダウンロード」のフォルダー
にインストールされています。

・多面関連フォルダに「installbackupandsync.exe」がダウ
ンロードされているので、これをダブルクリックしてイン
ストールします。
・許可を求められたら「許可」して進むと「インストール
しています・・・」としばらく表示され、後「インスト
ールが完成しました。」と表示されるので、「閉じる」
を左クリックしてください。

・「インストールが完成しました。」と表示されずに終わ
ることもあります。終了したかどうかは、右下に こ
のマークがあるかないかで分かります。

・出ない場合は、バックアップと同期に失敗しています。
再度、「installbackupandsync.exe」のダウンロード
をしてください。

(Google ドライブ「Windows 版バックアップ」)

①

②
③
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６．ＰＣ版「楽ちん多面」とマイドライブを常時繋げる(3)

・右下の クラウドマークを選択して左クリックします。
・ログインされていない時は、「バックアップと同期」の
ログイン画面が表示されます。ログインを始めると、次に
「バックアップと同期へようこそ」の画面が表示されます
。「使ってみる」を左クリックすると、アカウントを要求
されます。iOS 版アプリで使用しているアカウントでログ
インしてください。
・「Googleドライブに継続的にバックアップするフォルダ
をパソコンから選択してください」と表示されるので、
「OK」を左クリックします。(次のページに入力画面)

・「[マイドライブ]内のファイルをこのパソコン上のフ
ォルダと同期できます」と表示されるので、「OK」を
左クリックします。

・ログインされている時は、 、右上の 、
続けて「設定」をクリックすると、次の画面が表示され
ます。

・同期のための最後の画面が表示されます。「開始」をク
リックしてください。

(Google ドライブ「Windows 版バックアップ」)

⑦

②

①

③

④

⑤

⑥
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・左列にマイパソコン、Googleドライブ、設定の三つが表示
されますので、同期するフォルダをマイパソコンから順に
設定します。

・「マイパソコン」の☑は全て外し、「写真と動画のアップ
ロードサイズ」を「元の画質」を選択 して【次へ】

・次はGoogleドライブで、「マイドライブをこのパソコンに
同期」を☑し、下の「これらのフォルダのみ同期」を選択
します。同期するフォルダを☑し、その下の多面用のフォ
ルダを☑します。

・【開始】または「OK」で同期を開始します。
・エクスプローラーを立ち上げて確認作業をします。
・キーボードの右下Windowsマーク押しながらEを押しま
す。

・左列に上からディスクトップやダウンロード・・・と並
んでいる中に、 Googleドライブというのがありますの
で、これを左クリックすると、多面用のフォルダ(３．
４で作ったファイル名)があれば成功です。

６．ＰＣ版「楽ちん多面」とマイドライブを常時繋げる(4)

(Google ドライブ「Windows 版バックアップ」)

①
②

③

②

③

④
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★OSの設定で、和暦、短い形17/04/25と
設定されている場合は、西暦(日本語)、
日付(短い形式)2017/04/05タイプに変え
てください。

※上記は、令和2年3月12日は02/03/12と
いう日付として記録される。
※設定が異なると正しく稼働しない。

令和と出ないようにし
てください。

重要事項 ＯＳでの日付等のデータ形式の変更について

・Windowsの設定で、「時刻と言語」の「地域」を選択します。
・地域設定データのところにある「データ形式を変更する」をクリックします。
・データ形式を如何にあるように設定してください。
※和暦でも稼働しますが、OSによっては、この設定が支障となって正常にカレンダー機能が使えない場合があります。
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